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水泳協会マーク 



             新会長挨拶   樋口春惠 
 

鎌倉水泳協会 2021 年度の活動が始まります。当協会の素晴らしさは「多様性」と「公

平性」にあると思います。スイミングクラブなどで定期的に泳いだり、水中運動等をする

会員が多いと思います。中にはマスターズの試合に挑戦したり、更に地方大会まで参加し

て楽しむ方々もおられます。一方では競技役員として、様々な大会をサポートする人達も

います。また、こもれび山崎温水プールでは、当協会主催の「かなづちクラブ」があり、

週５回の教室に生徒や、指導者として参加する方々もいます。一方では年間を通し、逗子

海岸で湾内を何往復かしている方もいます。他にも海浜プールの５０ｍを好まれ、毎シー

ズン楽しみに通う方々。サーフィン、トライアスロンもこなす方等がおられます。 

こうした様々なスタイルの会員の皆様の活動を支え、夫々の持ち味を生かし、「心地 

よく、張り切って、生きいきと」を存分に発揮して頂ける様に、務められたら幸いです。皆様どうぞよろしく。 

 

新理事長挨拶  齋藤登世子 

 

内田前会長、中野前理事長、永い間大変お疲れ様でした。特に中野前理事長におかれ 

ましては、鎌倉水泳協会のすべてのお仕事をお一人で背負われ、一年の大部分の時間を 

協会の為に費やされ、奥様のご負担もかなりのものであったろうと想像されます。心より

御礼申し上げたいと思います。前理事長は現在も事務局としてかなりの量のお仕事をして

頂いております。 

 私はとても同じようには出来ません。前理事長がなさっていらっしゃったお仕事を皆で

分担していただくことが一人一人の負担が少なく、前理事長も少しは楽になっていただけ

るものと思います。 

 昨年からの新型コロナウイルスは収束する気配がありません。昨年の同時期に比べ悪く

なっているようにも思えます。ワクチン接種が進んだとしても、まだまだこの状態が続くと思われます。感染対

策に対しては注意に注意を重ねても充分ということは無いでしょう。このコロナ禍で協会の運営をどのように進

めていけば良いのか。コロナ禍で各行事をどのように開催したら良いのか。開催できるのか。疑問符ばかりが頭

の中を駆け巡っています。暗闇を手探りで歩いているような状態です。何も出来ない、至らない私ですが皆さん

とご一緒に鎌倉水泳協会を支えていくことが出来ればと思います。 

 どうぞ宜しくお願い致します。 

 

理事長辞任の弁 中野嘉博 
 

1987年（昭 62年）入会し、1993年（平成 5年）に理事長に就任以来 27年間務めて参りました。私はその間、

公にはしていませんでしたが「水泳の盛んな鎌倉」をスローガンに、色々なイベントを企画し挑戦して来ました。

まだ目標には道半ばの感が有りますが、八十路となり身体は丈夫なつもりでも、頭の回転や記憶力、体力とも衰

えを感じており、今が潮時と考え辞任させて頂く事に致しました。まだしばらくは業務の引継ぎと事務局として

の業務処理に関わって行きますが、皆様には長い間ご支援、ご協力を頂き心より感謝と御礼を申し上げます。 
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     ２０２１年４月１７日（土）に鎌倉体育館に於いて、２０２１年度鎌倉水泳協会通常総会が開催され 

２０２０年度決算及び２０２１年度予算案、役員改選案が賛成多数で可決承認されましたので、ご報告 

いたします。ご意見やご質問がある方は、鎌倉水泳協会事務局までお問い合わせください。 

                               （正会員数９４名、準会員１名、団体２） 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                    

     

２０２１年度 鎌倉水泳協会通常総会報告 

２ 

         コース名 挑戦者 延達成者

 鎌　倉 ０名    ５７名

 箱　根 ０名    ４２名

 東海道五十三次 ０名    ２６名

 中山道 １名

 四国八十八箇所巡り ０名       ７名

 上越新幹線 ０名

 日本縦断 ３名       ７名

 日本北上 ０名

 愛知横断 ０名       １名

タートルスイミング

8 月

第１回役員会

第１回鎌水協泳力検定会（こもれびプール）

親睦行事：中止

第１回鎌水協泳力検定会：中止 鎌水協忘年会：中止

かなづちクラブ忘年会：中止

第6４回市民水泳教室Ａ開催；中止 2021年 かなづちクラブ：全コース実施

1月 第35回鎌倉市体育協会スポーツ祭：中止

３月 鎌倉こもれびオープン２０２０：中止

第２回役員会

その他 会報８１号（7/ 1：コロナ特集号発行）

会報８２号（12/1：発行）

４月

５月

6月

かなづちクラブ：全コース実施

第９回かなスポマスターズ水泳大会：中止

ﾆﾁﾚｲﾁｬﾚﾝｼﾞ特別泳力検定会：中止

8月

7 月

こもれびオープン：中止

第１回役員会：中止

祝賀会：中止

かなづちクラブ：全コース中止

競泳強化練習会（海浜公園プール）：中止

第1４回鎌倉市学童水泳大会：中止

第2７回市民スイミングフェスティバル：中止

11月

12月

10月

第6４回市民水泳教室Ｂ開催；中止

かなづちクラブ：全コース中止

総会（６/２７：大船体育館に於いて実施）

６０期

６１期

６２期 １０名 １７名 １６名

６３期 　９名 １０名 １８名

中止

中止

かなづちクラブ参加者数

　コース

期
月曜 木曜 金曜実施数 　　１回

受検数 　４２件

認定数 　３３件

１級 　　６件

２級 　　８件

３級 　１４件

４級 　　２件

５級 　　１件

６級 　　１件

７級 　　１件

泳力検定



 

                             

 

                                            

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

  

(敬称略) 

 

３ 

◆県水連関係 

①Ｂ級公認審判員昇格申請期限：4/30 

②公認競技役員講習会：5/29 

③日水連公認水泳指導員養成講習会：10/23～11/3 

④資格継続義務研修会：12/5，1/未定、3/6 

⑥女子委員会：未定 

⑤日本泳法教室：5/16～2022/3/13 

⑥普及委員会指導部研修会：2022/3 

 

◆その他 

・2021年の海浜公園プール及び夏休みの学校 

開放プールは開場の予定。 

 

 

収入項目 前年度決算 今年度予算 支出項目 前年度決算 今年度予算

前年度繰越 549,956 652,626 市体協加盟費 10,000 10,000

体育協会助成金 83,000 83,000 県水連交際費 0 20,000

水泳協会会費 114,000 100,000 市体協交際費 0 16,000

行事会計収入 477,796 450,000 その他交際費 0 10,000

運営資金 300,000 500,000 慶弔金 10,000 50,000

雑費 5 0 女子委員会 0 6,000

会議会場費 1,400 5,000

印刷コピー代 620 25,000

通信費 4,020 5,000

消耗品費 8,376 30,000

雑費 0 200,000

指導員保険料 15,290 20,000

参加保険料 25,425 100,000

交通費 0 3,000

団体賛助会費 3,000 3,000

備品費 44,000 80,000

研修費 0 30,000

小計 122,131 613,000

運営資金 0 500,000

行事会計 250,000 560,000

前年度繰越金/予備費 1,152,626 112,626

合　計 1,524,757 1,785,626 合　計 1,524,757 1,785,626

収　　入 支　　出

 鎌倉水泳協会

 木村　文代

 表彰推薦 　なし

（かなスポマスターズ個人優勝）

　市政功労章

２０２０年度受賞

　神奈川県水泳連盟永年功労賞

　神奈川県体育功労賞

　日本水泳連盟有功賞

　鎌倉市体育協会優秀選手賞

 内田　節夫

 原　奈々

 滝沢 みなみ



 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）各行事に付きましては、裏表紙の（水泳協会お知らせ）をご確認ください。 

注２）２０２１年度より、役員会は規約に基づき理事会として運営されます。 

 
４ 

２０２１年度

収　入 前年度支出 予　算

かなスポマスターズ 10,000 0 50,000

学童水泳大会 10,000 0 250,000

フェスティバル 10,000 0 10,000

市民水泳教室 10,000 0 10,000

会報作成 60,000 35,850 60,000

会報郵送 20,000 10,068 20,000

タートル：新旧 30,000 4,612 60,000

親睦行事 30,000 0 30,000

かなづちクラブ 1,023,170 683,136 30,000

ＨＰ運営 10,000 4,300 10,000

泳力検定 93,000 90,408 30,000

合計 1,306,170 828,374 560,000

２０２０年度
行　事　名

   　   ４月

   　   ５月

         ８月

      １０月

   　１２月

　　未　定

その他

第６５回市民水泳教室B開催（３会場：５日間）　　　　　

第１０回かなスポマスターズ水泳大会２０２１（平塚総合公園）　    

ニチレイチャレンジ特別泳力検定会　　　　　　　　　　　

鎌水協泳力検定会第１回　　　　　　　　　　　　　　　　➡　中止

第６５回市民水泳教室Ａ開催（４会場：５日間）　　　　

強化練習会（海浜公園プール：土、日５日間）　　　　　　

総会（4/17，鎌倉体育館）                                                           

第１回理事会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

祝賀会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　➡　中止

第６５回市民水泳教室後期開催（３会場：３日間）　　　　　

市体育協会スポーツ祭（種目検討中）

鎌倉こもれびオープン２０２１協力

第３回理事会

新タートルスイミング、かなづちクラブ事業、ＨＰ運営、会報発行

　      ６月

      １１月

2022年3月

第２８回市民スイミングフェスティバル（海浜公園プール）

第２回理事会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鎌水協泳力検定会第２回　　　　　　　　　　　　　　　

親睦行事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鎌水協忘年会　　　　　　　　　　　　　　　　　

　      ７月

第１５回学童水泳大会（こもれび山崎温水プール）



 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

７．役員及び担当者（２０２１年度、２０２２年度）

 総会で、内田節夫会長（１５年間在任）、中野理事長（２７年間在任）が勇退され、新たに 

樋口春恵会長、齋藤登世子理事長の新体制が発足いたしました。 

内田前会長は顧問に、中野前理事長は事務局の総取り纏め役として引き続きご活躍いただけます。

ご両名のこれまでのご功績に感謝いたしますとともに、樋口新会長、齋藤新理事長のもと鎌倉水

泳協会の益々の発展に会員の皆様のご協力をお願いいたします。 

 

 

  顧      問                 内田　節夫

  名誉会長          　　浅尾　慶一郎

  会       長         　　 樋口　春恵

  理  事  長          　　齊藤　登世子

  副 理事長          　　本多　啓一

  理　　 事           　　上村　佳由

        　　 橋本　敦

        　　 山田　裕明

         　　真那子　晶子

         　　松崎　五月

         　　伊藤　美也子

　　　　  永田　のぞみ

         　　渋沢　直美

       　　  土田　加代子

         　　大岩　俊雄

        　　 常盤　潤一郎

       　　  三浦　彩華

（総     務）　  高見　愛子、北澤　長子

（会     計）　　　  　善塔　政雄　

（事 務 局）        　　 中野　嘉博

 会計監査 　常盤　潤一郎、川上　政夫

神奈川県水泳連盟役員

理　事：樋口春恵　　代議員：齊藤登世子

普及委員会：松崎五月

女子委員会：高見愛子、松崎五月、永田のぞみ

かなスポ実行委員：永田のぞみ

マスターズ委員会：永田のぞみ 協　会 　〒247-0051 鎌倉市岩瀬700-4-301

鎌倉市体育協会役員 住　所 　℡:0467-44-4220  fax:0467-95-8720

　Email: info@ksuikyo.sakura.ne.jp

　　　 本多啓一、土田加代子

　こもれびオープン水泳大会

　　　 伊藤美也子

常任理事：樋口春恵

　ホームページ

　　　 古井佳雄

　指導員・競技役員

　　　 齊藤登世子

　泳力検定

　スイミングフェスティバル

          齊藤登世子、本多啓一

　かなスポマスターズ

　　　 永田のぞみ

　　　 大岩俊雄(編集)、北澤長子、川上政夫

　会   報

　海浜プール将来ビジョン検討委員会

　かなづちクラブ幹事

　　　 鎌田まり子、兎澤好美

　親睦会

　　　 真那子晶子、北澤長子

　　　樋口春恵、齊藤登世子、本多啓一

　学童水泳大会

　　　 常盤潤一郎、渋沢直美

　新タートルスイミング

　　　 三浦彩華

　水泳教室

          渋沢直美、伊東友希子

役　　員 担　　当



                 

 

自主練習のメニューです。年代やその時期の考え方で変わってきていますが、ここで紹介するのは、最近

と云っても、1年半位前からのメニューです。大会の出場種目は背泳ぎか個人メドレーですが、練習で泳ぐ

のはクロール主体です。アップの段階からプールサイドの時計で計測しながら泳いでいます。 

 

準備体操 

 

 

ストレッチで、２分間位の自己流の体操をします。 

開脚深屈伸、手を床に着ける前屈は、柔軟性維持のバロメーターとして、

３０年も続けています。 

アップ：50ｍｘ6本 

    クロール 

 

最初の３本位はぎこちなく違和感がありますが、後半は水に慣れて来て

自分の泳ぎが出来ます。 

大体１’05”～１’10”位のサイクルで泳いでいます。 

ビート板キック： 

   ドルフィン、背泳ぎキック、 

平泳ぎキック、バタ足の順に 

各 50ｍｘ１ 

キックの衰えを防ぐ意味と筋肉をほぐす意味合いで、4種目マイペース

でやっています。しかし、キックは年齢と共に落ち方が大きく、最近は

各キックとも 50ｍで１’35”位かかっています。 

落ち込みにガックリしながら続けています。 

プル：100ｍ×10本 

   手にはプル用のグローブを 

付け、足太腿にプルブイを 

挟んで、足は動かさないで 

泳ぎます。 

 

頑張って泳いでいます。ターンはクイックターンです。 

100ｍを１’40”～１’45”でレストはなく、100ｍ毎にタッチターンに

して、タイムを確認しています。 

５月よりターンは全てクイックターンにして 1000m１本にしました。

1000ｍで 17’30”位です。 

調子が良い日は 17’10”位です。目標は 17’を切ることです。 

スイム： 

   400m自由形１本 

100m個人メドレー１本 

 

レスﾄ 

   プルからスイムスタート、400ｍ 

自由形から 100m個人メドレー 

スタートまで共に４分位休みます 

レースを見据えクイックターンで泳いでいます。 

最初と最後の 50ｍは 50”を切る勢いですが、間の 50ｍのラップタイム

は 55”掛かっており、７’10”台となっています。 

目標は７’を切って泳ぐことです。 

 

100m 個人メドレーは各種目の泳ぎの確認とダウンのつもりのメニュー

ですが、タイムを確認していると前日より落としたくなく頑張って泳い

でしまいます。以前は２’前後でしたが、最近は１’55”前後です。 

ダウン：100ｍ 時計は気にしないで、楽に泳いでいます。 

合計距離：2100ｍ 

 

所要時間：50～60分 

 

 

毎回 1000ｍプルと 400ｍ自由形, 100m 個人メドレーの３種目のタイム

は一覧表に記載し、変化を確認しています。 

タイムで調子の具合や成果が上がっているかを判断しているが、頑張っ

て泳ぐ 1000ｍプルに効果があるようで、この 3 種目のタイムが徐々に

短縮しています。 

練習は週 5 回と思っていましたが、筋肉痛とか疲労がたまり週 4 回位になっています。プルを強くするこ

とがどの種目にも通ずると思っていて、プル主体の練習ですが、効果が出ているようです。コロナ禍で大会

中止のなか、次の大会で成果が出るのを楽しみにしています。 

６ 

私の練習メニュー 中野嘉博 



水泳上達の秘訣 

～ ラクなクロールの習得 ～ 

たった２種類のドリルで！ 

１．キャッチアップクロール 

しっかり両手を前に揃えるキャッチアップクロールは、ゆっくり腕を回す練習に加えて、姿

勢作りにも役立つ。両手を揃えたときにストリームラインを意識して、みぞおちを引き上げる

ようにして姿勢を作る。６ビートだけでなく、わざとたくさんキックを打ったりしながら、姿

勢を整えるためのキックの打ち方を身につけよう。応用編として、右腕を２回ストロークして

から、左腕を２回ストロークするという片手クロールと練習の幅が広がる。  

 

 

２．片手クロール 

 片手クロールはさまざまなポイントをチェックできるドリルです。回しているほうの腕では

なく、前に伸ばしている腕を意識して取り組む方法。回して腕のフィニッシュでグンと伸びる

ときに、伸ばしている方の肩を前に出す。肩甲骨の使い方がうまくなり、姿勢を整えながら、

重心の移動で進む泳ぎ方を身につける事が出来る。そのほかにも「リカバリーからグライドの

手のひらの向き」、「入水後の腕の使い方」などのポイントを変えながら継続的に取り組めば、

それだけでクロールがどんどん楽に泳げるようになって行く。  

 

   

キックをしっかり打って姿勢を整えながら取り組むのがポ

イント。キックを打つための体幹強化にもなる。 

月刊 SWIM より抜粋 

ストロークする腕を意識するか片手クロールももちろん有

効。手の平良を身体のほうに向けたリカバリーや、呼吸時の

目線などさまざまな練習に応用できる。 

７ 



 

  

 

取次店紹介 

 

（有）花六 

 

８ 

今回は深沢にあるお花屋の「花六」さんです。 

深沢はボーリング場は無くなりましたが、全国でもわず

かな体操専用の練習体育館が有り、将来は鎌倉市の第３

の拠点として、注目されている地区です。 

 

花キューピットは皆さんご存じと思いますが、遠方の実家や友達などにお花を

届けられる花屋さんのネットワークで、現在は加盟店が４３００店あります。近

くの花屋さんで、作って欲しい花束のイメージや値段を伝えれば、贈りたい人が

遠方であっても地元の花屋さんから希望したイメージ 

の花束が届けられるというシステムです。コロナ禍で 

送別会などが減るなか、せめて花束位は贈りたいとの 

意識からか３月は結構忙しかったそうです。  

花六さんはお店の都合で休むことは有るそうですが、 

定休日は設けず、毎日９:００～１８:３０まで営業して 

います。ご主人は人の好い飾らないタイプの方で、お店 

は有限会社ですが、役職は社長と言わず代表と言ってい 

ます。そんなお人柄なので顔写真は撮らせて貰えません 

でした。 

現在はそのお人柄を買われ、お忙しい中を商工会議所 

青年部役員、地元消防団、生花組合会長、深沢中央商店 

会会長など多くの役職を務められています。 

仕入れの都合も有りますので、時間に余裕を持ってお 

願いして置きますと、希望に沿った花束を作り届けてく 

れますので、会員の皆さんも機会が有れば、花六さんで 

お花を注文してください。 

 

湘南深沢駅

深沢行政センター

モノレール

〒

川

花六



 

会員の交流を図るページとして企画しました、趣味や特技の紹介、旅行 

  の思い出、音楽会のお知らせ等々、ご自由にご参加ください。  

 

      こんなことやってます 
２０２０年１１月に行われた泳力検定会に、かなづちクラブ 

月曜クラスの石井みづえさんと泉さんご夫妻、金曜クラスの 

澁谷裕子さんの４名が初めて参加されました。 

石井みづえさんは４級自由形と平泳ぎの２種目に、泉夫妻は 

３級自由形に、澁谷裕子さんは個人メドレーの２級にエント 

リーされました。スタートは慣れない飛び込みでしたが、結果は４名とも見事に合

格されました。（おめでとうございます。） 

今回はコロナ禍での検定会と言うことで、感染対策を 

厳しくして行われましたので従来とは違った雰囲気で 

したが、一緒に受けた子供達のトビウオのような泳力 

に感心し、今後も更に上の級を目指して練習を続けられるそうです。 

 

             

                     

 

 

 

 

 

 

                           

 

  

 

 

                               

 

山本小太郎（コタロウ）君は、このたび水泳協会 

の特別会員に認定されました。 

淋しがり屋さんなので、皆さん 

プールに行く時は誘ってあげて 

くださいネ 

人見知りですが、打ち解けると 

とっても甘えん坊になります。 

 

☆特別会員を募集しております！ 

奮ってご応募ください。 

      連絡先：鎌倉水泳協会事務局まで 

 

９ 

 

 

 

 

 

 



  

Ｓｐｏｔ Ｌｉｇｈｔ（人物点描） 

        今回登場していただくのは小野寺トキさんです。 

ご結婚と同時に鎌倉に来られ、現在は家族のキングである 

シンバ君（ネコちゃん）を中心に、ご家族で梶原にお住い 

です。水泳を始めた切っ掛けはダイビングをしたいと思わ 

れ、それには先ずは泳げることと思って、２００２年４月 

に藤沢善行のプールで始まった『かなづちクラブ』に初回 

     から参加され、現在のこもれびプールまで続けられておら 

れます。『４泳法の中でどの泳ぎが一番好きですか？』との質問には『う～ん・・』と

少し考えられてから『クロールかな？』と答えられました。 

近年はスイミングフェスティバルにスタッフとして参加されております。５０代の 

後半に入った頃、『体を動かしておかねば！』と思って始められた太極拳は、今で 

は水泳より長く続けておられるそうです。（太極拳は有段者です。） 

 毎年夏の１ヶ月間は岩手県のご実家でお母様が育てられた３００余本のブルー 

ベリーの実を収穫されるそうです。収穫したブルーベリーは 

ご自宅から徒歩で２５分程の以前お住まいだった家に造った 

工房でブルーベリージャムにされるそうです。ジャムを作る 

に当たっては保健所に届出をし、しっかり糖度を測った美味 

しいジャムを作っておられます。コロナ禍の前は池袋の鬼子 

母神のイベントに毎月出店しておられたそうです。（現在は中止） 

水泳は現在週３～４回こもれびプールに通っておられるそ 

うです。今後はゆったりと身体を動かす時間と、その他の趣味や仕事をマイペース 

で続け、穏やかな日々を送ることを心掛けたいとのお話しでした。 

優しいお人柄を感じますと共に、心温まるお話しをお聞きすることが出来ました。 

 

              

    

 

 

 

   

   

 

 １０ 

☕ coffee break 
 会報編集チームでは今回よりオンラインで編集会議を行っ 

ています。前号、前々号ではメールを駆使して編集作業を 

行って来ましたが、細部の調整や意思の疎通などに時間を 

要することが有りましたので、それを解消するべくオンラ 

インに着手しました。メンバーは必ずしもオンライン化の 

知識に精通していませんが、回を追う毎にスムーズな編集 

会議になりました。今後も皆さまに喜んでいただける会報 

作りをしたいと思っております。 

   

  

 

小野寺トキさん 

 

(トキさんお手製ジャム） 
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水泳協会よりお知らせ 

 

●理事会結果概要報告 
  新型コロナウィルス感染症拡大の今後の予測が付かないため、下記１.～３.を審議し決定しました。 

１．市民水泳教室は縮小し前期のみの開催とし、後期は中止とする。  

   ２．学童水泳大会は会場がこもれび山崎温水プールでは密が避けられないため中止とする。 

   ３．フェスティバルは通常開催は無理である。簡略化、縮小化で開催出来ないか検討する。 

  また、タートルスイミングの内容は現行を基本とし、魅力、手軽さ等を再検討しリニューアルする。 

  その他の審議事項の詳細は略します。 

 

●年会費振込について 
今年度の年会費未納の方は郵便振替口座[口座番号：00250-7-54315 加入者名：鎌倉水泳協会]に 

振込をお願いします。ゆうちょ口座をお持ちの方は、その口座から振込むと手数料は無料です。 

宜しくお願いします。 

 

●募集案内 
入会金は要りません。年会費 1200 円だけです。入会希望の方は下記へご連絡下さい。 

    鎌倉水泳協会事務局 

Tel：0467-44-4220、Fax：0467-95-8720、Mail：info@ksuikyo.sakura.ne.jp 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新体制による第 1 回理事会 

出席者です。 

皆様新体制を盛り上げて行く

ようご支援、ご協力を宜しく

お願い致します。 

 

mailto:info@ksuikyo.sakura.ne.jp

